
連番 氏名 所属団体名 地区
鈴木　祐人 福島テニ研
早川　直樹 ＢＬＥＮＤ
室井　和幸 福島テニ研
武藤　勝幸 二本松クラブ
本多　要介 福島テニ研
青戸　瑞樹 須賀川愛好会
根本　一樹 東ＳＴ協会
矢田部　瑛 東ＳＴ協会
飛知和　佑 東ＳＴ協会
菊地　太輔 東ＳＴ協会
水野谷友一 東ＳＴ協会
中井　椋介 東ＳＴ協会
原　裕喜 会津美里町ＳＴ協会
会田　真 須賀川愛好会

川島　丈幸 会津美里町ＳＴ協会
室井　康弘 若松クラブ
渡部　祐斗 若松クラブ
冨田　歩 若松クラブ
林　恵吾 福島県スポーツマネジメント協会 （所属団体名変更）

齋藤　祥経 二本松市役所
佐久間　将 二本松市役所
村上　勝浩 二本松クラブ
中家　寛貴 帝京クラブ
佐藤　翔太 二本松クラブ
武藤　広樹 二本松クラブ
斎藤　貴文 二本松クラブ
安彦　拓郎 二本松クラブ
久野　剛 二本松クラブ
西村　康 会津球友会

柚木　翔太 会津球友会
菊地　和真 会津球友会
遠藤　晃宏 蔵の町クラブ
鈴木　友也 若松クラブ
原　祥平 会津球友会

柳沼　武瑠 須賀川愛好会
宇田  寛之 須賀川愛好会
松田　陵 白河ＳＴ協会
西村直樹 白河ＳＴ協会
小山　翼 白河ＳＴ協会

鈴木　弘樹 白河ＳＴ協会
郷　貴大 白河ＳＴ協会
志賀　彰 白河ＳＴ協会

今泉  友輔 須賀川愛好会
坂元　大輝 須賀川愛好会
鈴木　正樹 白河ＳＴ協会
中井　悠司 東ＳＴ協会
藤田　翔平 西郷ＳＴ協会 （所属団体名変更）

鈴木　琢磨 西郷ＳＴ協会
柳沼　優輔 須賀川愛好会
佐藤　涼太 須賀川愛好会
宗像　秀明 帝京クラブ
佐藤　智之 帝京クラブ
早川　大地 帝京クラブ
玉沢　駿祐 帝京クラブ
滝沢 一真 日本大学工学部
永山 浩史 学石クラブ
所 直樹 日本大学工学部

仰木 啓大 日本大学工学部
藤田亜久璃 日本大学工学部
井上俊太朗 日本大学工学部
中川 秀章 日本大学工学部

佐々木一成 日本大学工学部
保科　洋輔 福島県スポーツマネジメント協会 （所属団体名変更）

25 県南

31 大学

32 県中

30 大学

24 県南

26 県中

27 県中

28 県中・県南

29 大学

23 県南

19 県南

20 県南

21 県南

22 県南

18 県南

13 県北

14 県北

15 会津

16 会津

17 会津

12 県中・県北

7 会津・県南

8 会津

9 会津

10 県中・県北

11 県北

6 県南

第５０回県選手権　一般男子　最終名簿

1 県北・相双

2 県北

3 県北・県南

4 県南

5 県南



畠　泰介 福島県スポーツマネジメント協会
吉田 祐基 磐城三和STC
山浦 　笙 磐城三和STC

久重路裕太 磐城三和STC
尾形 優仁 磐城三和STC

五十嵐 昭紀 旭ＳＴＣ
伊賀 大流 磐城三和STC
遠藤 純平 磐城三和STC
渡辺 達也 磐城三和STC
永山 芳宣 磐城三和STC
草野 将吾 磐城三和STC
佐藤　拓斗 磐城桜が丘高等学校
髙橋　修平 磐城桜が丘高等学校
小室　雄士 福島大学
國分　遼平 福島大学
合津　彗太 福島大学
猪飼　　佑 福島大学
前川　瑛亮 福島大学
片倉　健太 福島大学
相馬　直樹 福島大学
管野　健人 福島大学
中野　優寛 福島大学
村塚　亮良 福島大学
篠原　卓巳 福島大学
長瀧 　亮 福島大学

長島　俊記 福島大学
田畑　陽平 福島大学
斎藤　宏紀 福島BPC （追加）
野地　秀明 福島BPC
佐藤　佑樹 福島BPC （追加）
菱沼　真也 福島BPC
松本　勇希 須賀川テニス愛好会 （追加）
館 　拓哉 棚倉ＳＴ協会

46 県北

47 県北

42 大学

48 県南

43 大学

44 大学

45 大学

38 高体連

39 大学

40 大学

41 大学

33

34

35

37 いわき

36

いわき

いわき

いわき

いわき

32 県中



県選手権　３５男子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
菅野　智之 福島テニ研
村上　勉 東ＳＴ協会

佐久間　豊 福島テニ研
橋本　紀明 福島テニ研
川島　貴宏 福島テニ研
三瓶　公司 東ＳＴ協会
大槻　智久 福島ＳＴクラブ
冨塚　英二 福島ＳＴクラブ
鈴木　武典 東ソフトテニス協会
大竹　真二 東ソフトテニス協会
伊賀　正光 帝京クラブ
中野目和也 クラブACE
深沢　雅人 帝京クラブ
関根　正人 西郷ＳＴ
高山　政志 西郷ST
鈴木　忠賢 西郷ST
草野　博文 磐城三和STC
鈴木　康寛 磐城三和STC
続橋　　淳 いわきジュニア
渡辺　貴生 いわきジュニア

県選手権　４５男子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
矢田部正勝 東ＳＴ協会
和知　正道 西郷ＳＴ （所属団体名変更）

鈴木　光浩 会津連盟
角田　敏明 会津連盟
千葉二三男 会津連盟
長谷川幸浩 会津連盟
三菅　光晴 二本松協会
佐藤　淳 二本松協会

青木　伸夫 いわき連盟
遠藤　吉嗣 二本松協会

柳沼 仁 三春船引ジュニア
青山 義和 三春船引ジュニア
千葉　裕昭 旭STC
三島　晴美 旭STC
小野寺智勇 旭STC
石井　俊洋 須賀川サンデー
広島　康浩 いわきクラブ
武田　秀作 須賀川愛好会
遠藤　浩 福島テニ研

渡辺　正樹 福島テニ研

県選手権　５５男子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
中野　雅弘 いわきクラブ
佐藤　光一 二本松市役所
橋本信一 須賀川サンデー

小野間幸一 桑野クラブ
関根雅之 須賀川グリーン
中田　寛 須賀川サンデー
渡邉良彦 須賀川サンデー
楡　紀幸 須賀川グリーン

10 県北

4 県南

3 県南

7 いわき

8 県中

9 県南

1 いわき・県北

2 県南・県中

6 県中

1 県南

2 会津

3 会津

4 県北

5 いわき・県北

いわき

4 県北

5 県南

7

8

県中・県南

県中・県南

県南

10 いわき

1 県北

2 県北

3 県北・県南

9

6



県選手権　６０男子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
佐賀　勝 福島ＳＴクラブ

松崎　成次 福島ＳＴクラブ
寺島由喜夫 伊達クラブ
遠藤廣之 ＮＦＰクラブ （所属団体名修正）

兼子　直美 いわきクラブ
鈴木　貴一 いわきクラブ
樟山　敬一 蔵の町クラブ
清田　正信 いわきクラブ
大内　清美 旭STC
星　秀美 旭STC

白石 正五 三春船引ジュニア
佐久間 和守 三春クラブ
半野　君雄 福島Ｓ・Ｔクラブ
近内  朝春 須賀川愛好会
遠藤雄一 桑野クラブ
梁取哲夫 須賀川サンデー

県選手権　６５男子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
荒川冨士雄 伊達クラブ
門馬　浩二 NFPクラブ
鈴木　健一 須賀川愛好会
馬上　千秋 旭STC

8 県中

1 会津

3

県中

県北・県南

ピンチ

2 県南・いわき

2 県北・相双

7

6

3

4

5 いわき

いわき

会津・いわき

1 県北



県選手権　一般女子１部　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
佐藤　夏妃 二本松クラブ
檜山　彩 福島県スポーツマネジメント協会 （所属団体名変更）

秋元　舞香 めひかりクラブ
草野ちあき めひかりクラブ
小谷菜津美 ダンロップ

大槻　麗 ダンロップ
大羅　夢真 ダンロップ
岡村　葵 ダンロップ

濱谷　杏奈 ダンロップ
森松　百花 ダンロップ
森合　弥代 ダンロップ
清水　麻美 ダンロップ
鈴木 そら 白河第二中学校
片貝 文香 白河第二中学校
大友 麻衣 磐城三和STC
井坂 寛子 阿武隈ＳＴＣ磐城
西村　　舞 会津ＳＴクラブ
堀内　麻未 藏の町クラブ
五十嵐温子 福島大学
半沢　ゆい 福島大学
増子　優花 福島大学
黒澤　萌香 福島大学

県選手権　一般女子２部　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
なし

県選手権　成年女子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
なし

1 県北・県中

7 中体連

8 いわき

会津

1

2

3

1

9

2

3

県南

2 いわき

3

4

5

6

10

11

大学

大学



県選手権　４５女子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
塩田　咲江 二本松クラブ
石田　晴美 白河レディース
熊谷　良江 須賀川サンデー
三瓶　浩美 クラブＡＣＥ
中野　直美 いわきクラブ
高橋　佳子 いわきママ

県選手権　５５女子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
高橋　祐子 白河レディース
鈴木　紀恵 いわきママ
鈴木　清美 白河レディース
大野　里美 いわきクラブ

那知上由紀子 須賀川サンデー
穂積洋子 須賀川サンデー

花見千恵子 藏の町クラブ
矢吹　恵子 いわき七浜

県選手権　６０女子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
小林　恵子 白河レディース
阿部　潤子 白河レディース

中野目理津子 クラブACE
清田　才子 いわきクラブ

大河原キミ子 いわきクラブ
杉本　尚美 あさかクラブ

県選手権　６５女子　確認用名簿

連番 氏名 所属団体名 地区
　清水　節子 あさかテニス
　山口　律子 原町プリティー
　小川　洋子 あさかテニス
　熊田　富子 あさかテニス
吉田シサ子 いわきクラブ
新妻　恭子 いわきママ

県南

1 県北・県南

2 県中

3 県南

2

2 県南・いわき

1 県中・相双

3 いわき

1 県南・いわき

1 県南

3 いわき・県中

2 県南・いわき

3 いわき

4 いわき


